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日時：2019 年 11 月 12 日(火)18：45～  

会場：談露館 

担当：国際・交流委員会  

司会：ピーター・マウントフォード会員 

 

 

 

 

 

 

暑い夏を元気に過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆ 
会長 標 克明 

過日の台風、豪雨で被害をうけた皆様にお見舞い申し上

げます。 

山梨でも交通網など大きな被害がありましたが、各地の大

きな被害を思うとただ心配することしかできません。今月のニ

コニコボックスは、この災害復興に少しでもお役に立てたらと

いう思いで災害募金箱としますのでご協力をお願いします。 

その大雨の影響で、あずさ部大会がこの災害で 12月 14

日（土）に延期になりました。この日は部大会と松本クラブが

行っている留学生による「アジア賞」の発表、表彰があります。

この表彰には山梨 YMCA賞もありますので、この機会にあず

さ部部大会とアジア賞に参加しましょう。 

11月 2日山梨 YMCAのバザーが大盛況のうちに無事終

わりました。当日までの準備、また当日には多くの会員の協

力ありがとうございました。この慣れ親しんだ会館で行われる

最後のバザーは YMCA職員、各種団体の人達、甲府、甲府

21、富士五湖ワイズメンズクラブ会員、毎年来てくださるお客

様にそれぞれ思いがあり、次の新会館でのバザーも思いな

がら楽しみながら過ごしたと思います。来年の新館 YMCAバ

ザーも期待したいと思います。 

 今月は宮本秀憲会員の卓話です。留学経験の話などを話

してもらえます。これからのワイズメンの活動に活かせる話も

多くあると思いますので楽しみに聞かせてもらいたいと思い

ます。 

11月霜月の言葉は 

「物に恵まれているため、 

かえって粗末にしていることがある」 
品物だけでなく、精神的なことも含めて、バザーが終わって

読み返し、考えさせられた言葉です。 

 人の温かい気持ちもしっかり受け止め、その気持ちに応え

ていきたいと思います。 

  

会員数  ３５名(内広義会員１名) 

例会出席 ２１名  メン ２１名  

メーキャップ４名（鈴木・田中・北条） 

出席率７１％ 

１０月のデータ 

 

   

開会点鐘             標 克明会長 

ワイズソング・ワイズの信条 

会長挨拶・ゲスト紹介       標 克明会長 

今月のことば           根津宏次会員 

食前の祈り            済本文雄会員           

ワイズディナー 

会員卓話 

「君は留学して何を学んだ?」 

宮本秀憲会員 

諸報告 

ＹＭＣＡバザー速報 

あずさ部・東日本区より 

ハッピー・バースデー・アニバーサリー 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘             標 克明会長 

プログラム 

国 際 会 長 主 題：より良い明日のために今日を築く Jennifer Jones（オーストラリア） 

アジア地域会長主題：アクション            田中 博之（東京多摩みなみ） 

東 日 本 区 理 事 主 題：勇気ある改革、愛ある行動！         山田 敏明（十勝） 

あ ず さ 部 長 主 題：あなたの入会時の“ときめき”と多くの経験をワイズのために！赤羽美栄子(松本) 

甲府クラブ会長主題：心機一転、ふみだそう新しい一歩！          標 克明    

■今月のことば■  

ONE TEAM －FOR JAPAN，ALL ATTITUDE 

ジェイミーＨＣ ラグビー日本代表スローガン  根津宏次 選 

  甲 府 ク ラ ブ 

2019年１１月 会報 
●今月の強調目標 

ワイズ理解/ファリミーファスト 
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石原祥平♡靖子(5 日)   露木淳司♡由美(23 日) 

P・マウントフォード♡いづみ(25 日) 

10 月   例会報告 
石川和弘会員の司会でスタート。標克明会長による開

会点鐘、あいさつの後、小倉恵一会員による今月の言葉、

食前の祈り、お楽しみのワイズディナーとなりました。 

ワイズディナーの後は１０月の卓話は 7月 19 日〜21日

に、宮城県仙台市の国際センターで開催された「第 28

回アジア太平洋地域大会」に参加された仙洞田安宏会員、

小倉恵一会員による報告でした。 

アジア・国際のワイズの現況、大会全体の様子と楽しい

晩餐会での様子、エクスカーションでの様子が報告され

ました。晩餐会では久しぶりに再会した国内他クラブの

方々との交流、台湾から来日したワイズメンとの交流の

様子など楽しい雰囲気が伝わってきました。 

エクスカーションに参加しての報告は仙洞田安宏会員が

福島原発コースに参加し、まだまだ原発による被害が残

っている様子を報告されました。 

卓話後は、現会館で最後となる山梨ＹＭＣＡバサーに

ついての準備について廣瀬静男会員から話がありました。 

その後、１０月生まれの会員の誕生日を祝い、全員で甲

府ワイズの歌を歌い標会長による閉会点鐘で終了となり

ました。                （丹後佳代） 

 

 

日時 １０月２９日（火）午後６時３０分～８時 

場所 山梨ＹМＣＡ２階 

出席者 標、渡辺、廣瀬、ピーターＭ、仙洞田、秋山、

丹後、北条、小倉、荒川 

プログラム  

1、開会あいさつ   標会長 

2、報告事項 

・９月２８日（土）～２９日（日）富士山例会  

 担当:富士五湖クラブ   １０月ブリテンに詳しく。 

・１０月３日（木） 第２回ＹМＣＡバザー実行委員会 

 参加者  標、廣瀬、ピーターＭ、大澤  

１０月３１日最終委員会。 

・１０月８日（火）１０月例会    担当:会員増強 

会員卓話「アジア太平洋地域大会報告」出席者２１名 

・１０月１２日（土） 八王子クラブ２５周年記念例会 

 台風１９号により中止。 

・１０月１９日（土）あずさ部大会 ホスト:松本クラブ 

 大雨により１２月１４日に延期。アジア賞と併催。 

・新クラブ設立準備 仙洞田会員、内藤宥一会員奮闘中。 

・１２月１日（日）和歌山クラブ創立７０周年記念例会

について 

 参加予定者 

ピーターＭ、仙洞田、秋山、武田、小倉夫妻 ６名。 

３、協議事項 

・１１月２日（土）  ＹМＣＡバザーについて 

 当日朝８時集合。９時頃、記念写真撮影予定。 

・１１月１２日（火） １１月例会について   

担当:国際・交流 

 司会:ピーターＭ    宮本秀憲会員による卓話 

・１２月１０日（火）１２月クリスマス例会  

担当:クラブサービス 

 会場は談露館。例年と同じく会場内で牧師さんによる

礼拝をおこなう。 

 次回、役員会までに内容を詰める予定。 

・７０周年記念例会について 

 石川博実行委員長、病気療養中により標会長が代行、

路線継続。 

４、その他 このところの豪雨災害の被害のために、 

１１月例会のニコニコボックスの献金を中心に 

ＹМＣＡ経由で寄付をする予定。 

５、閉会あいさつ    標会長  

１０月 役 員 会 報 告   

メン 内藤宥一(1 日) 北条繁寿(2 日) 中澤大(12 日)  

   Ｐ・マウントフォード(13 日) 丸茂正樹(30 日) 

メネット 山崎明子(3 日)  荒川宏枝(25 日)  

Happy Birthday 

Wedding Anniversary 
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第 59回 山梨 YMCAチャリティー・バザー   
11 月 2 日（土）、予報通りの秋晴れのバザー日和。

甲府クラブは 8：00 に全員集合、それぞれの持ち場で

直前の準備にとりかかる。野菜果物グループは来客が

早いので 8：00 前からあわただしく準備を始めていた。

私たちびっくり市グループは、テーブル・品物の配置、

ストック品の準備、値札の確認等を行う。今年は「び

っくり市会場は 3F」との大きな貼り紙を各階の目立

つ場所に貼った。9：00 に 1F で開会式。大澤理事長

は、この場所での最後のバザー、感慨深げのご様子、

ケガの無いよう、思い切り頑張って楽しんで欲しい、

また自分の持ち場以外のところ、全体の運営もよく見

ておくようにとの御挨拶。続いて甲府ワイズ全員がび

っくり市会場で写真撮影。10 時開店、びっくり市に

どっと人が流れ込んだ。出だしは好調、レジ会計は例

年のごとく大混雑、品物がみるみる減っていく。が、

第一陣後は思うように物がはけていかない、去年の品

物もかなり残っている。去年の箱から次々に売れそう

なものを出しステージ等空いている場所に並べた。 

11：45 から恒例の半額セール。おなじみになった大

澤会員の呼び込みアナウンスの効果も大きく、かなり

物がさばけた。半額セールを早目にしたのが奏功、過

去の売れ残り品もかなりさばけ、売上は２５万円を超

え、昨年を少し上回った。しかし昔のような賑わいは

ない、ここ数年で、世の中が大きく変化している。 

少子高齢化、景気の減速等々時代の反映か、影響がバ

ザーにも表れているように思う。大人気の野菜果物販

売は今年もすぐに完売、鶴田会員に感謝。蚤の市では

ピーター、武田さんが奮闘、例年よりかなり多い商品

が売れた。13：30 から閉会式、続いて抽選会、14：

20 3F 体育館に関係者が全員集合し記念撮影を行っ

た。その後 3F に敷いたシートの回収、清掃を行い 15：

00、予定通り終了。10 月 29 日のシート敷きから始ま

り、毎晩遅くまで値付け、包装、売り場作り等々、忙

しい中多くのメン、メネットが参加して下さり、御協

力に感謝いたします。天候にも恵まれ皆さま連雀最後

のバザーを愉しまれたことと思います。私がこの建物

に初めて入ったのは１6 年前のワイズの入会式、都合

で出られない時もありましたが、ほとんど毎年バザー

には参加でき嬉しく思います。世の中が急速に大きく

変わってきています、最近はバザーの見直しをする時

期に来ていると感じています。来年は新しい会館にな

り、大きな変化が求められると思いますが、新しい観

点に立ち、過去の経験も活かし、新しい形でこのイベ

ントが更に発展していくようみんなで協力していき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

廣瀬静男 
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ありがとう、さようなら。 

連雀の会館 

露木淳司 

秋も深まり、いよいよ現在の YMCA

会館で過ごせる日々が少なくなってまいりました。今

年の秋は台風などによる水害が相次いで、老朽化進む

会館も例年になく雨漏りに悩まされました。あと半年、

何とか持ちこたえて、と願うばかりです。1972 年か

ら使い始めて 47 年間、約半世紀をこの甲府市の連雀

問屋街の地に立ち続け、青少年のために特別な空間と

して存在し続けてくれました。毎年雨風にさらされな

がら、夏は猛暑、冬は豪雪にも見舞われたこともあり

ました。山梨 YMCA40 年史「荒野に水わきいで」を

紐解くと、第7章の「青少年センター完成までの経過」

として、大澤英二理事長によって当時の様子がまとめ

られています。この施設は「青少年の間に神の国を拡

張するための聖なる業に預かっているというひそか

な恐れと喜びとが根底にあった」とあります。高度経

済成長真っただ中の時代です。山梨 YMCA もその勢

いに乗ってこの会館を完成させ、その後、英語学校を

中心に、体育、音楽、つぼみぐる～ぷ、野外活動など

の事業が聖なる業として運営されていくことになり

ます。ワイズメンも甲府クラブが 30 周年を迎え、活

気に満ちた時代に入っていきます。そんな歴史を静か

に見守り続け、支えてくれたこの会館が、いよいよ終

わりの時を迎えるのかと思うと感慨もひとしおです。 

21 世紀に入ると町の衰退に合わせるかのように

YMCA 会館も勢いを失いました。特に 10 年前はすべ

ての事業が低調で減少の一途を辿っていました。でも

神様が YMCA を見放すはずがありません。ここ数年、

プライムタイムやぶどうの木、きらきら教室などが軌

道に乗り始めました。特に夕暮れ時は子供たちで活気

にあふれ、まるで会館が取り壊しの気配を悟って有終

の美を飾ろうとしているような気さえします。連雀の

会館、本当にありがとう！この地で得た賜物をそのま

ま新会館で行われる各事業に、神の国拡張という使命

と共に、感謝して引き継いでいくことを責務と感じま

す。スタッフ一同「恐れと喜び」を胸に秘めながら、

最期の日

まで有意

義な時間

をかみし

めていき

たいと思

っていま

す。 

おいもほり 

山梨 YMCA つぼみぐる～ぷ担任 

大柴 百合子 

つぼみぐる～ぷでは、毎年 10 月中旬、オーヴェス

ト農園にて、親子でサツマイモのおいもほりを体験さ

せていただいています。ピーターさん、仙洞田さん、

大澤英二先生が、春の苗植えから、水やり、草取りと

丹精込めてお世話されてきたおいもを、収穫だけのい

いとこ取りで楽しませていただいています。 

 今年の不順な天候で二回も順延され、一回延びるご

とに、「きっとおいもが、ムクッムクッておおきくな

ってるね」「土の中でミミズとけんかなんかしてるか

なあ」と楽しみに待つことができました。三回目にも

小雨がパラつく中でしたが、シャベルで掘って、おい

もが顔をのぞかせるごとに、歓声があちこちから聞こ

えてきました。 

 おいもは早速持ち寄ったたっぷり野菜と、おいしい

豚汁にお料理され、おにぎりとのおいしいお昼ごはん

でした。おみやげにもいただき、自分たちで掘ったお

いもは格別においしかったと、それぞれの家庭から感

想がきかれました。 

 『かみさま みんな ありがとう』の讃美歌と、働

きにも、収穫にも感謝することができた一日でした。                       

 

 

 

 

１１月２６日(火) １１月役員会  山梨ＹＭＣＡ 

１２月 １日(日) 和歌山クラブ創立７０周年記念例会 

１２月１０日(火) １２月クリスマス例会 談露館 

１２月１４日(土) あずさ部大会・アジア賞 

１２月２４日(火) １２月役員会 山梨ＹＭＣＡ 

 

台風 19 号・15 号被災地支援のお願い 

台風 15 号および台風 19 号は、関東から東北地方

への広域にわたり甚大な被害をもたらしました。 

東日本区では日本 YMCA同盟が募るポジティブネッ

ト YMCA募金への協力を決定しましたので、 

会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

ポジティブネット YMCA募金 

 

ＹＭＣＡ 

たより 


